2012 年 7 月 4 日水曜日 更新情報 0.441
ファイル名:
ehb-umefont_441.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhb-umefont-dev_441.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_439.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
[ゴシック系 調整済み字種] Unicode : 0020-696b, 9400-ffff(1 周目)
[明朝系
調整済み字種] Unicode : 0020-696b, 9400-ffff(1 周目)

2012 年 6 月 4 日月曜日 更新情報 0.440
ファイル名:
ehb-umefont_440.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhb-umefont-dev_440.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_439.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
[ゴシック系 調整済み字種] Unicode : 0020-6905, 946d-ffff(1 周目)
[明朝系
調整済み字種] Unicode : 0020-6905, 946d-ffff(1 周目)

2012 年 5 月 7 日月曜日 更新情報 0.439
ファイル名:
ehc-umefont_439.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhc-umefont-dev_439.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_439.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
[ゴシック系 調整済み字種] Unicode : 0020-6844, 946d-ffff(1 周目)
[明朝系 調整済み字種] Unicode : 0020-6844, 946d-ffff(1 周目)

2012 年 4 月 2 日月曜日 更新情報 0.438
ファイル名:
ehd-umefont_438.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhd-umefont-dev_438.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_438.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
[ゴシック系 調整済み字種] Unicode : 0020-6727, 946d-ffff(1 周目)
[明朝系 調整済み字種] Unicode : 0020-6727, 946d-ffff(1 周目)

2012 年 3 月 5 日月曜日 更新情報 0.437
ファイル名:
ehe-umefont_437.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhe-umefont-dev_437.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_437.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
[ゴシック系 調整済み字種] Unicode : 0020-668f, 9475-ffff(1 周目)
[明朝系 調整済み字種] Unicode : 0020-668f, 9470-ffff(1 周目)

2012 年 2 月 6 日月曜日 更新情報 0.436
ファイル名:
ehf-umefont_436.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhf-umefont-dev_436.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_436.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 95d4-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 95e1-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2012 年 1 月 4 日水曜日 更新情報 0.435
ファイル名:
ehg-umefont_435.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhg-umefont-dev_435.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_435.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 9722-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 9732-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2011 年 12 月 5 日月曜日
更新情報 0.434
ファイル名:
ehh-umefont_4347z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhh-umefont-dev_434.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_434.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 97fb-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 9846-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 11 月 7 日月曜日
更新情報 0.433
ファイル名:
ehi-umefont_433.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhi-umefont-dev_433.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_433.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 98cc-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～668f, 98cd～9aff, 9b18～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 10 月 3 日月曜日
更新情報 0.432
ファイル名:
ehj-umefont_432.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fhj-umefont-dev_432.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_432.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020-668f, 98d0-9aa8, 9b30-ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～668f, 9b4d～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2011 年 9 月 5 日月曜日
更新情報 0.431
ファイル名:
eia-umefont_431.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
fia-umefont-dev_431.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_431.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～668f, 9b4d～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～668f, 9b4d～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 8 月 1 日月曜日
更新情報 0.430
ファイル名:
fib-umefont_430.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gib-umefont-dev_430.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_430.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～6640, 9c6a～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～6640, 9c76～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 7 月 4 日月曜日
更新情報 0.429
ファイル名:
fic-umefont_429.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gic-umefont-dev_429.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_429.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～6600, 9e00～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～6600, 9e00～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2011 年 6 月 6 日月曜日
更新情報 0.428
ファイル名:
fid-umefont_428.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gid-umefont-dev_428.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_428.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～63c0, 9e00～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～648f, 9e00～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 5 月 9 日月曜日
更新情報 0.427
ファイル名:
fie-umefont_427.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gie-umefont-dev_427.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_427.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～6316, 9e00～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～6316, 9e00～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 4 月 4 日月曜日
更新情報 0.426
ファイル名:
fif-umefont_426.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gif-umefont-dev_426.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_426.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～6130, 9e12～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～6130, 9e87～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2011 年 3 月 7 日月曜日
更新情報 0.425
ファイル名:
fig-umefont_425.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gig-umefont-dev_425.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_425.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～60b0, 9eb4～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～60b0, 9eb4～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 2 月 7 日月曜日
更新情報 0.424
ファイル名:
fih-umefont_424.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gih-umefont-dev_424.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_424.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～5f79, 9f4a～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～5f79, 9f4a～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2011 年 1 月 3 日月曜日
更新情報 0.423
ファイル名:
fii-umefont_423.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gii-umefont-dev_423.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_423.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～5e7f, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～5e7f, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2010 年 12 月 6 日月曜日
更新情報 0.422
ファイル名:
fhh-umefont_422.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
ghh-umefont-dev_422.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_422.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～5b4c, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～5b4c, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2010 年 11 月 1 日月曜日
更新情報 0.421
ファイル名:
fhi-umefont_421.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
ghi-umefont-dev_421.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_421.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～59eb, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～5972, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2010 年 10 月 3 日日曜日
更新情報 0.420
ファイル名:
fhj-umefont_420.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
ghj-umefont-dev_420.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_420.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～58e9, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～57ed, 9fa0～ffff(1 周目)

SJIS : 2 周目完了
2010 年 9 月 6 日月曜日
更新情報 0.419
ファイル名:
fia-umefont_419.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gia-umefont-dev_419.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_419.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～56d3, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～56d3, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2010 年 8 月 2 日月曜日
更新情報 0.418
ファイル名:
fib-umefont_418.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gib-umefont-dev_418.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_418.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～52ea, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～93c7, ea66～fcff (2 周目)

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～529a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了

2010 年 7 月 5 日月曜日
更新情報 0.417
ファイル名:
fic-umefont_417.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gic-umefont-dev_417.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_417.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f5d, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～9263, ea66～fcff (2 周目)

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞

[調整済み字種]
Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 2 周目完了
2010 年 6 月 7 日月曜日
更新情報 0.416
ファイル名:
fid-umefont_416.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gid-umefont-dev_416.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_416.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～919f, ea66～fcff (2 周目)

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～e773,eaa2～fcff(2 周目)

2010 年 5 月 3 日月曜日
更新情報 0.415
ファイル名:
fie-umefont_415.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gie-umefont-dev_415.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_415.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～916b, ea66～fcff (2 周目)
個別調整：竺二四万甲冑不支給

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～e3cb,eaa2～fcff(2 周目)

2010 年 4 月 6 日火曜日
更新情報 0.414
ファイル名:
fif-umefont_414.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
gif-umefont-dev_414.7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont_414.tar.xz（OS 開発者用 tar.xz 形式）
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)

SJIS : 0020～916b, ea66～fcff (2 周目)
-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～e1cf,eaa2～fcff(2 周目)
2010/04/06
ファイル名を変更します。

1yo-umefont_413.7z -> fig-umefont_413.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
1zo-umefont_413(for-font-designer).7z -> gig-umefont-dev_413.7z (フォント開発者用 7z 形式)
2010/03/14
試験的に tar.xz 形式のファイルを公開します。（umefont_413.tar.xz）
圧縮率については調整するかもしれません。

2010 年 3 月 1 日月曜日
更新情報 0.413
ファイル名:

1yo-umefont_413.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
1zo-umefont_413(for-font-designer).7z (フォント開発者用 7z 形式)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～9050, ea66～fcff (2 周目)
個別対応：槌鎚追椎箔瑛

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～9c61,eaa2～fcff(2 周目)
今回から作業簡略化のため tar.gz 形式での配布を廃止します。(deb 形式は存続)

2010 年 2 月 1 日月曜日
更新情報 0.412
ファイル名:
1yp-umefont_412.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
1zp-umefont_412(for-font-designer).7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont-412.tar.gz (一般ユーザ用 tar.gz 形式)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～8fbd (2 周目)
個別対応：肯黍黎臣之

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞

[調整済み字種]
Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～9c61(2 周目)

2010 年 1 月 23 日土曜日
更新情報 0.411
ファイル名:
1yq-umefont_411.7z (一般ユーザ用 7z 形式)
1zq-umefont_411(for-font-designer).7z (フォント開発者用 7z 形式)
umefont-411.tar.gz (一般ユーザ用 tar.gz 形式)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～8eb2 (2 周目)
個別対応：矜烹吾逗漲堵

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～9c61(2 周目)

更新情報 0.410

2009/12/07 (Mon)
ファイル名:
1yr-umefont_410.7z (一般ユーザ用)
1zr-umefont_410(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-410.tar.gz (tar.gz 形式)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～8ad0 (2 周目)

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～99df(2 周目)
更新情報 0.409

2009/11/10 (Tue)
ファイル名:
1ys-umefont_409.7z (一般ユーザ用)
1zs-umefont_409(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-409.tar.gz (tar.gz 形式)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種]
Unicode : 0020～4f1a, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～8a48 (2 周目)
個別対応:挺壬布

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種]

Unicode : 0020～44e0, 9fa0～ffff(1 周目)
SJIS : 0020～91f4(2 周目)

更新情報 0.408

2009/10/05 (Mon)
ファイル名:
1yt-umefont_408.7z (一般ユーザ用)
1zt-umefont_408(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-408.tar.gz (tar.gz 形式)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA0～FFFF
SJIS : 一周目完了
個別対応：綝獠丞意反尽飴哨向琳

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9A48, EAA4～FC4B
教育漢字調整済み
今後の調整のため glyphwiki の”偏化変形部品一覧”の字種を中心に調整中
（http://glyphwiki.org/wiki/Group:偏化変形部品一覧）
更新情報 0.407

2009/09/10 (Thu)
ファイル名:
1yu-umefont_407.7z (一般ユーザ用)
1zu-umefont_407(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-407.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック・明朝共通＞＞
ひらがな・カタカナが MS フォントに似ているという指摘を
頂いたため、一から作成し直しました。(ゴシック C 系・S 系、全明朝)
（http://d.hatena.ne.jp/mashabow/）
作成方針は以下の通りです。
・やや丸みを帯びたデザインとする
・文字の大きさやや大きくする
・ふところを大きくする
・ゴシックと明朝で同じ字体（字の骨格）とする
＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～E79D,EA9C～FC4B

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9A48, EAA4～FC4B
教育漢字調整済み

更新情報 0.406

2009/08/03 (Mon)
ファイル名:
1yv-umefont_406.7z (一般ユーザ用)
1zv-umefont_406(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-406.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～E346,EA9C～FC4B

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9A48, EAA4～FC4B
教育漢字調整済み

更新情報 0.405

2009/07/06 (Mon)
ファイル名:
1yw-umefont_405.7z (一般ユーザ用)
1zw-umefont_405(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-405.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～9C49, 9C4D～9F66, EA9C～FC4B
コア漢字全字種を調整済み

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9A48, EAA4～FC4B
教育漢字中心に調整中
以下コメント

-----------------------------------------------------------------明朝非漢字部分の制作者
すみません、現在の梅明朝について質問です。
ひらがな・カタカナのグリフは、すべて蓬莱さんがデザインされたものなんでしょうか？
また、アルファベットや記号部分の制作者はどなたでしょうか？

mashabow URL 2009/07/11(Sat)10:36:25
-----------------------------------------------------------------Re:明朝非漢字部分の制作者
今の梅明朝は花園明朝とグリフウィキと私の作成したグリフで構成されていますので、花園明朝やグリフウィキ由
来のもの意外は私が作成したものになります。
なお、花園明朝、グリフウィキのグリフは私の方で若干横方向に細くしたものを使用しています。
いま改めて確認したところ、私の作成したグリフの中には仮置きで梅ゴシックのもの（こちらも私が作成したも
の）を使用しているものがかなりありますね。

2009/07/11 15:50
-----------------------------------------------------------------Re:Re:明朝非漢字部分の制作者
ありがとうございます。
花園明朝 OT（仮）なるものを計画中でして（といっても、ここ 1 ヶ月ほど放置状態ですが）、
場合によってはこの中で梅明朝のかなを使わせていただくかもしれません。

http://d.hatena.ne.jp/mashabow/20090523/1243090899
mashabow URL 2009/07/12(Sun)02:16:28
-----------------------------------------------------------------Re:Re:Re:明朝非漢字部分の制作者
使用していただくのは全然構いません。
ちなみに梅明朝の仮名は学参フォントを参考に作成しているので
通常のものと若干違うと思います。（”う、え、ら”等の点のそり方、
”ふ”等。）

2009/07/12 02:58

更新情報 HC フォント 0.801

2009/06/29 (Mon)
既存のフォントを集めて丸ゴシックを作ってみました。
フォント名:
HC 丸ゴシック, HCP 丸ゴシック
ファイル名:

http://horai.tudura.com/hc0801.7z.001
http://horai.tudura.com/hc0801.7z.002
-----------------------------------------------------------------ぬかみそフォント(nukamiso_komenuka [Version beta05])に
花園丸ゴシック(仮称)のグリフと梅ゴシック O5 のグリフを追加したフォントです。
花園丸ゴシック(仮称)については全グリフの座標をオリジナルのものから仮想ボディ
の 3/32(4096 に対し 384)ほど Y 軸方向にプラスしています。
HCP 丸ゴシックについてはぬかみそフォントの基本ラテンの箇所
(unicode:0021-007E)を製作者により手作業で編集しています。
なおフォント名の"HC"は"蓬莱和多流カスタム"の意味です。
【元フォントの配布元】
ぬかみそフォント : http://www.h7.dion.ne.jp/~beta-rev/about/about.html
花園丸ゴシック(仮称): http://www.mars.dti.ne.jp/glyph/fonts.html
梅ゴシック O5 : http://sourceforge.jp/projects/ume-font/wiki/FrontPage
更新情報 0.404

2009/06/01 (Mon)
ファイル名:
1yx-umefont_404.7z (一般ユーザ用)
1zx-umefont_404(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-404.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～9A97,EA9C～FC4B
コア漢字全字種を調整済み

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9A48, EAA4～FC4B
教育漢字中心に調整中

更新情報 0.403

2009/05/07 (Thu)
ファイル名:
1yy-umefont_403.7z (一般ユーザ用)
1zy-umefont_403(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-403.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜全体＞＞
・さざなみゴシック、さざなみ明朝のグリフを無くし、花園明朝と
グリフウィキのグリフを調整したものとオリジナルのグリフによる
構成としました。
・上記の作業に伴い、ライセンスを変更しました。
・小学校で学習する 1,006 文字の字形を工夫した 6 書体を追加。
（梅ゴシック S4・5、梅 P ゴシック S4・5、梅明朝 S3、梅 P 明朝 S3）

-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～9A48,EA9C～FC4B

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝系＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～44e0, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9A48, EAA4～FC4B
以下コメント

-----------------------------------------------------------------空白文字が ỳ に文字化けする問題
U+2000 EN QUAD 〜 U+200F RIGHT-TO-LEFT MARK にかけて、ỳ に文字化けしてしまう不具合があるようです。
FontForge で梅 P ゴシック C4 を開いて、そのグリフがあることを確認しました。
Gimp スクリーンショット（部分） http://f.hatena.ne.jp/mandel59/20090518224630
M59 URL 2009/05/18(Mon)22:52:01
-----------------------------------------------------------------Re:空白文字が ỳ に文字化けする問題
6/1 にリリースした 0.404 では解決していると思いますが
いかがでしょうか。

2009/06/03 00:37

更新情報 0.402

2009/04/06 (Mon)
ファイル名:
1yz-umefont_402.7z (一般ユーザ用)
1zz-umefont_402(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-402.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜全体＞＞
・日本語用書体名を漢字とカタカナで表すように変更しました。
例：Ume P Gothic ⇒ 梅 P ゴシック
・配布用のファイル名を少し変更しました。

-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック＞＞

[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
個別対応：
籏署署闖乳巴怪型泄窺焦嬰彩形竒酩酊征卵孫
眞鍋氷臺纒箸脩羨倉院泰祀陝癬歪熨糀味馴冽
弐酸
Unicode : 0020～69AB, 9FA0～FFFF(1 周目)
44e0～4e7f(2 周目)
SJIS : 0020～9A48,EA96～FC4B
日本コア漢字: 1 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～4E1E, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～987E, EAA1～FC4B
日本コア漢字: 1 周目完了
更新情報 0.401

2009/03/02 (Mon)
ファイル名:
ume-yb-401.7z (一般ユーザ用)
ume-zb-401(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-401.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック＞＞
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
個別対応：きさも
Unicode : 0020～69AB, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～9A48,EA96～FC4B
日本コア漢字: 1 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～4E1E, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～987E, EAA1～FC4B
日本コア漢字: 1 周目完了

更新情報 0.400

2009/02/02 (Mon)
ファイル名:
ume-yc-400.7z (一般ユーザ用)
ume-zc-400(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-400.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック＞＞
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
個別対応：
峠峙酬子切櫃賭朽咥璐嗄分塚尼州輛謨瓦嚥獄
抒来鉗疳伎胤雫逞七撻鎌川謖逍侘妾千
Unicode : 0020～69AB, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～9A48,EA96～FC4B
日本コア漢字: 1 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～00C0, 00F0～2138, 2156～4E1E, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～96C6, EAA1～FC4B
日本コア漢字: 4e00～8402
更新情報 0.399

2009/01/11 (Sun)
明朝のピリオドがおかしい件について修正しましたので
リリースします。
その他については 0.398 とほとんど変わっていません。

-----------------------------------------------------------------ファイル名:
ume-ye-399.7z (一般ユーザ用)
ume-ze-399(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-399.tar.gz (debian インストール用)

更新情報 0.398

2009/01/05 (Mon)
-----------------------------------------------------------------ファイル名:
ume-ye-398.7z (一般ユーザ用)
ume-ze-398(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-398.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック＞＞
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～69AB, 9FA0～FFFF
SJIS : 0020～9A48,EA96～FC4B
日本コア漢字: 1 周目完了

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～00C0, 00F0～2138, 2156～4E1E, 9FA5～FFFF
SJIS : 0020～9266, EAA1～FC4B
日本コア漢字: 4e00～663C
以下コメント

-----------------------------------------------------------------ume-tmo3 のピリオド
明けましておめでとうございます。。。とご挨拶するには少々遅い気もしますがよろし
くお願いします。
表題の件ですが、以前 ume-yg-396 で修正を入れていただいた ume-tmo3.ttf の U+002E
(period)がおかしくなっている件が再発？しているようです。
お時間のあるときにでもご確認頂ければ幸いです。
青 2009/01/10(Sat)10:12:52

-----------------------------------------------------------------Re:ume-tmo3 のピリオド
あけましておめでとうございます。
確かにおかしくなっています。
前回は花園フォントのグリフ取り込みの際のミスだとすぐ分かったのですが
今回なぜこのようになったのかよくわかりません。
とりあえず前回おかしくなっていた”エ”と”.”については
リリース時にチェックするようにします。
ちなみに漢字については JIS 第一水準と第二水準については
ざっと目を通すようにしています。

2009/01/10 13:57

更新情報 0.397

2008/12/01 (Mon)
ファイル名:
ume-yf-397.7z (一般ユーザ用)
ume-zf-397(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-397.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------＜＜ゴシック＞＞
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 : 押溪髙甦伍睥睨秤蕭餉睫瘴忸払霖耽咎覿曰鸚
鵡印拵莢虫蚊賦労憊恫喝
ひらがなカタカナ全般(C4,C5 のみ)
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～69AB,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E
日本コア漢字: 4e00～62CD

-----------------------------------------------------------------＜＜明朝＞＞
[調整済み字種(1 周目)]
SJIS : 0020～00A5,829F～8396,889F～8994
日本コア漢字: 4e00～663C

更新情報 0.396

2008/11/09 (Sun)
11/3 にリリースした 0.395 では、Ume Mincho の"エ"、"."のグリフが壊れていましたので
修正したものをリリースします。
（以下は 0.394 との差異です）
ファイル名:
ume-yg-396.7z (一般ユーザ用)

ume-zg-396(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-396.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
霰蕁瀕醇頂髷搦憚鏝口衍蕗薹矩
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～69AB,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E

-----------------------------------------------------------------明朝
今回から花園明朝のグリフを取込んでいます。
[調整済み字種(1 周目)]
SJIS : 0020～00A5,829F～8396,889F～8994
個別対応 :爐鬮
(花園フォント取込み後やり直し)

以下コメント

-----------------------------------------------------------------ありがとうございます。
早速の修正リリースありがとうございます。
こちらでも問題なく表示されています。
こちらこそいつも私の拙い（とっちらかった書き方の）報告に対応していただきまして、
感謝しています。
青 2008/11/09(Sun)18:41:42 ＲＥＷＲＩＴＥ
等幅ゴシック系の U+301D と U+301F
例によって細かいところで申し訳ありません。
〝 (U+301D, Reversed Double Prime Quatation Mark)
と
〟 (U+301F, Low Double Prime Quatation Mark)
は対の形（というか向き？）の字形になるのだと思うのですが（その認識から間違って
いたらすみません）、等幅ゴシック系（ume-tgc*, ume-tgo*）ではそうなっていないよ
うです。
P ゴシック、UI ゴシックと同じ字形であるのが期待値だとすると、U+301D の方が期待値
からはずれている…のでしょうか？
この辺りはどういった字形になるのが一般的なのかもよく判らなくて難しいです。
青 2008/11/24(Mon)10:27:54

-----------------------------------------------------------------Re:等幅ゴシック系の U+301D と U+301F
私もよく分かりませんが、対になるように修正しました。
12 月版に反映されると思います。

2008/11/24 16:29
-----------------------------------------------------------------Re:等幅ゴシック系の U+301D と U+301F
ありがとうございます。
P ゴシックや UI ゴシックと違う表示になるのが何となく気持ち悪かったのでコメントさせ
ていただきましたが、判りにくいコメントで申し訳ありません。
JIS X 0213:2000 の字形例だとこんな感じ

http://www.asahi-net.or.jp/~SD5A-UCD/freetexts/jis/x0213/2000/appendix4/table6.html
らしいのですが、フォントによって色々あるようでどこまでが妥当な範囲なのか、混乱
してきますね。。。
青 2008/11/26(Wed)23:40:39

更新情報 0.395

2008/11/03 (Mon)
Ume Mincho でカタカナの「エ」が壊れているとの指摘を頂き、そのとおり
だったため公開を停止しました。
以下コメント

-----------------------------------------------------------ume-tmo3 のカタカナ”エ”
いつもご迷惑をお掛けしております。
もうどなたかから報告受けているかも、とも思うのですが一応。
明朝(ume-tmo3)のカタカナの"エ"が欠落して中央に四角い点だけになっているようです。
P 明朝の方は大丈夫だと思いますが併せてご確認いただければ幸いです。
あとはいつもの通りの漢字チェックですが、忙しくて全然チェックできていませんが
明朝系共通で第二水準漢字
爐 U+7210 (ロ)
鬮 U+9B2E (キュウ)
が一部欠けになっているようです。
鬮の方は 10 月分のリリースでは発生していなかったようですので、それ以降の変更部分
で発生したのかもしれません。
とりあえずご報告までに。
青 2008/11/07(Fri)00:18:13

-----------------------------------------------------------すみません、もう一カ所ありました。 ume-tmo3 のピリオド（U+002E、でしょうか？）
こちらも既に気づかれているかもしれませんが、ume-yh-395 の明朝(ume-tmo3)の"."
(period?, Full Stop?, U+002E でしょうか)も中央に四角があるだけになっている
ようです。
これも P 明朝の方は大丈夫なようです。
報告が小出しになってしまって申し訳ありません。。。
青 2008/11/08(Sat)14:08:23

-----------------------------------------------------------Re:すみません、もう一カ所ありました。 ume-tmo3 のピリオド（U+002E、でしょうか？）
いつもご指摘ありがとうございます。今回のものはユーザへの影響が大きいとおもわれましたので公開停止後、修
正版をリリースさせていただきました。
明朝系については今回「花園明朝」のグリフを取込んだのですが、その際に不具合が生じました。”鬮”も同様で
す。
品質維持よりも作成スピードを優先していますので、毎回チェックが甘めなのは自覚していますが、今後とも適宜
ご指摘いただければ幸いです。

2008/11/09 14:44

更新情報 0.394

2008/10/06 (Mon)
ファイル名:
ume-yi-394.7z (一般ユーザ用)
ume-zi-394(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-394.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
軏糜寁螃覷觿豔豳貐賉賙踁蹍躞躧輖輗辤郾鄘酈醳鋀鋅闝
顒骹鯽黆黭鼱齞齭攈谾躻鱮繫威嚇慙愧即疼濯池殲滅橇祟
吊絃鉉寉軒孵篳篥雙麒麟蠟霞醬戀罷免樂檢顯轉謠藏孃應
鶲谺齧皺疆凜森矗昶曉籔瘤芻栞癒璋篤康煕典
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～69AB,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E

-----------------------------------------------------------------明朝
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～73D2,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～8DBD
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
個別対応 :
軏遢鉸驎鬌

更新情報 0.393

2008/09/01 (Mon)
ファイル名:
ume-yj-393.7z (一般ユーザ用)
ume-zj393(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-393.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
誑赴攀躾虹滸迭旋末秩侭儘甫撫趾遽蔭崇拝囃
華奢琳岐辟翡翠肇濱勲鉾
槭澀玻瓣疱痂痃瘁瘉瘠瘢癩癰瞿碾竢籌籟糲翹
莖蘢諂譯贏賍遯醫釋鏤霍鞫飄驛骼麈劶匵哯啁
啇噞嚫坭壂妭孋寴峴嶁嶧幫廔愜戠掂旖暱曏梘
梻椻槢樀櫰欐殬涔涪漰瀷灵煅璲璹痎痏痡痬瘊
瘣瘦癄眾瞖瞚矻硜磲籭糵絿縯繸纚罽脰萕薌藘
蘅蘘蘶虣蝯襗襚襺畻睏掕摝暒瑆瓓篺芃蔜謋輘
鍑黟
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～69AB,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～73D2,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～8DBD
以下コメント

-----------------------------------------------------------------いつも対応ありがとうございます
先月はありがとうございました。
相変わらず重箱の隅をつつきまくっておりますが、先月レポート以降に見つかったぶん
のレポートです。
作業の参考になれば幸いです。
ゴシック５系のみ
・第二水準
糜 U+7CDC(ビ): 中央部塗りつぶし
・補助漢字
寁 U+5BC1(サン): 右上塗りつぶし
螃 U+8783(ホウ): 「旁」部分一部塗りつぶし
覷 U+89B7(シュ): 一部欠け
觿 U+89FF(ケイ): 一部欠け
豔 U+8C54(エン): 一部欠け
豳 U+8C73(ヒン): 一部欠け
貐 U+8C90(ユ): 一部欠け
賉 U+8CC9(シュツ): 一部欠け
賙 U+8CD9(シュウ): 一部欠け
踁 U+8E01(ケイ): 一部欠け
蹍 U+8E4D(テン): 一部欠け
躞 U+8E9E(ショウ): 一部欠け
躧 U+8EA7(シ): 一部欠け
輖 U+8F16(シュウ): 一部欠け
輗 U+8F17(ゲイ): 「兒」の上部塗りつぶし
辤 U+8FA4(ジ): 一部欠け
郾 U+90FE(エン): 一部欠け
鄘 U+9118(ヨウ): 一部欠け
酈 U+9148(リ): 一部欠け
醳 U+91B3(エキ): 一部欠け
鋀 U+92C0(トウ): 一部欠け
鋅 U+92C5(シ): 一部欠け
闝 U+95DD(ヒョウ): 一部欠け
顒 U+9852(ギョウ): 一部欠け
骹 U+9AB9(コウ): 右側中央部塗りつぶし
鯽 U+9BFD(セキ): 一部欠け
黆 U+9EC6(コウ): 一部欠け
黭 U+9EED(エン): 一部欠け
鼱 U+9F31(セイ): 一部欠け
齞 U+9F5E(ゲン): 一部欠け
齭 U+9F6D(ショ): 一部欠け

ゴシック４系のみ補助漢字
攈 U+6508(クン): 一部欠け
ゴシック系共通補助漢字
谾 U+8C3E(コウ): 「空」右上部分塗りつぶし
躻 U+8EBB(-): 「空」右上部分塗りつぶし
鱮 U+9C6E(ショ): 右側中央部塗りつぶし
明朝系共通補助漢字
軏 U+8ECF(ゲツ): 一部欠け
遢 U+9062(トウ): 一部欠け
鉸 U+9278(コウ): 一部欠け
驎 U+9A4E(リン): 一部欠け
鬌 U+9B0C(タ): 一部欠け
文字の一部が潰れてしまうのは調整が入れば自然に直るかな？とも思うのですが、一応
リストアップしてみました。
…自分の目の節穴っぷりが恨めしい今日この頃です。
青 2008/09/15(Mon)10:15:06

更新情報 0.392

2008/08/04 (Mon)
ファイル名:
ume-yk-392.7z (一般ユーザ用)
ume-zk-392(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-392.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
聳邨踵蒔毒嵐豈魄習座腱鞘鞭弩窪棺胆黙祷
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～69AB,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～6357,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～8DBD

以下コメント

-----------------------------------------------------------------ゴシック C5/O5 シリーズの漢字(+その他)
ご無沙汰しております。
勝手にレポートするばかりでなかなかお礼も申し上げられず、申し訳ありません。
ゴシック系 C5/O5(P、UI 含む)で一部の漢字の表示がうまくいかないようなのでレポートです。
勝手にチェックして一方的にレポートしてしまってご迷惑かと思いますが、今後の作業の参考にでもなれば、と思
います。
(分量多いので文字だけの箇条書きで失礼します)
*Gothic C5/O5、PGothic C5/O5、UIGothic O5 対象
・第二水準漢字
槭 U+69ED(シュク)
澀 U+6F80(ジュウ)
玻 U+73BB(ハ)
瓣 U+74E3(ベン)
疱 U+75B1(ホウ)
痂 U+75C2(カ)
痃 U+75C3(ケン)
瘁 U+7601(スイ)
瘉 U+7609(ユ)
瘠 U+7620(セキ)
瘢 U+7622(ハン)
癩 U+7669(ライ)
癰 U+7670(ヨウ)
瞿 U+77BF(ク)
碾 U+78BE(テン)
竢 U+7AE2(シ)
籌 U+7C4C(チュウ)
籟 U+7C5F(ライ)
糲 U+7CF2(レイ)
翹 U+7FF9(ギョウ)
莖 U+8396(ケイ)
蘢 U+8622(ロウ)
諂 U+8AC2(テン)
譯 U+8B6F(ヤク)
贏 U+8D0F(エイ)
賍 U+8CCD(ソウ)
遯 U+906F(トン)
醫 U+91AB(イ)
釋 U+91CB(シャク)
鏤 U+93E4(ロウ)
霍 U+970D(カク)
鞫 U+97AB(キク)
飄 U+98C4(ヒョウ)
驛 U+9A5B(エキ)
骼 U+9ABC(カク)
麈 U+9E88(シュ)
・補助漢字
劶 U+52B6(コウ)
匵 U+5335(トク)
哯 U+54EF(ケン)

啁
啇
噞
嚫
坭
壂
妭
孋
寴
峴
嶁
嶧
幫
廔
愜
戠
掂
旖
暱
曏
梘
梻
椻
槢
樀
櫰
欐
殬
涔
涪
漰
瀷
灵
煅
璲
璹
痎
痏
痡
痬
瘊
瘣
瘦
癄
眾
瞖
瞚
矻
硜
磲

U+5541(トウ)
U+5547(テキ)
U+565E(ゲン)
U+56AB(シン)
U+576D(デイ)
U+58C2(テン)
U+59AD(ハツ)
U+5B4B(リ)
U+5BF4(シン)
U+5CF4(ケン)
U+5D81(ル)
U+5DA7(エキ)
U+5E6B(ホウ)
U+5ED4(ロウ)
U+611C(キョウ)
U+6220(ショク)
U+6382(テン)
U+65D6(イ)
U+66B1(ジツ)
U+66CF(キョウ)
U+6898(ケン)
U+68BB(-)
U+693B(エン)
U+69E2(シュウ)
U+6A00(テキ)
U+6AF0(カイ)
U+6B10(レイ)
U+6BAC(ト)
U+6D94(サン)
U+6DAA(フウ)
U+6F30(ホウ)
U+7037(ヨク)
U+7075(レイ)
U+7145(タン)
U+74B2(スイ)
U+74B9(シュウ)
U+75CE(カイ)
U+75CF(イ)
U+75E1(ホ)
U+75EC(エキ)
U+760A(コウ)
U+7623(カイ)
U+7626(ソウ)
U+7644(ショウ)
U+773E(シュウ)
U+7796(エイ)
U+779A(シュン)
U+77FB(コツ)
U+785C(コウ)
U+78F2(キョ)

籭
糵
絿
縯
繸
纚
罽
脰
萕
薌
藘
蘅
蘘
蘶
虣
蝯
襗
襚
襺

U+7C6D(シ)
U+7CF5(ゲツ)
U+7D7F(キュウ)
U+7E2F(エン)
U+7E78(スイ)
U+7E9A(シ)
U+7F7D(ケイ)
U+8130(トウ)
U+8415(セイ)
U+858C(キョウ)
U+85D8(リョ)
U+8605(コウ)
U+8618(ジョウ)
U+8636(ギ)
U+8663(ホウ)
U+876F(エン)
U+8957(タク)
U+895A(スイ)
U+897A(ケン)

あと、ゴシック系共通の物を二つほど
畻 U+757B(ショウ):右側の真ん中部分が塗りつぶし(これはちょっと自信ないです)
睏 U+774F(コン):『困』の左上が塗りつぶし
さらに余録で Gothic、GothicC4(P、UI 含む)の方で気がついた物を
掕 U+6395(リョウ)
摝 U+645D(ロク)
暒 U+6692(セイ)
瑆 U+7446(セイ)
瓓 U+74D3(ラン)
篺 U+7BFA(ハイ)
芃 U+8283(ホウ)
蔜 U+851C(ゴウ)
謋 U+8B0B(カク)
輘 U+8F18(リョウ)
鍑 U+9351(フウ)
黟 U+9EDF(エイ)
補助漢字まで行くと正直出現頻度もよく分かりませんし、もし既知の話だったりすると申し訳ないのですが。。。
青 2008/08/13(Wed)21:40:04

-----------------------------------------------------------------Re:ゴシック C5/O5 シリーズの漢字(+その他)
蓬莱です。
上記の件、まったく認識していませんでした。
太さが変わると壊れてしまうとは思いませんでした。
おそらく線の重なり具合が変わることによるものだと思いますが
なぜそうなるかはよく分からないので、問題がある字はすべて
一から作ります。（さざなみゴシックからの流用でなく）
9 月版にすべて盛り込めればいいですが、もしかしたら 10 月版まで
持ち越しになるかも知れません。

2008/08/18 16:50

-----------------------------------------------------------------Gothic C5/O5 シリーズ(P、UI 含む)の漢字表示（第二水準漢字篇）
#うまく書き込めなかったようなのでもう一度トライしてみます。
#重複していたら申し訳ありません。
…と思っていたのですが、ちゃんと投稿できていました。。。
内容は 8/13 に投稿したコメントの第二水準漢字部分と同様なので消しておきます。
申し訳ありません。
青 2008/08/15(Fri)17:14:32

-----------------------------------------------------------------Re:ゴシック C5/O5 シリーズの漢字(+その他)
コメントに返信頂いていたのに全力で一週間も放置してしまって申し訳ありません。
(言い訳臭いですが、コメントに対して蓬莱さんが返信した場合はコメント数は増えない事
に今まで気づいていませんでした)。
一から作り直すとなると大変な作業になるかと思いますし、文字数も多いので無理のないよ
うにお願いします。
...１週間も返信を放置しておいて今更何言うか、と言われそうですが(^^;
青 2008/08/25(Mon)20:55:59

-----------------------------------------------------------------Re:Re:ゴシック C5/O5 シリーズの漢字(+その他)
ご指摘いただいた字種については修正を終えました。普通の太さ(4 系)でも太めの(5 系)でも正しく表示できるこ
とを確認しています。
９月リリースで対応できているはずです。
一人で開発しているのでいろいろ気付かないこともありますので、今後も何かありましたら
気軽にご指摘いただければ幸いです。

2008/08/25 23:00

更新情報 0.391

2008/07/07 (Mon)
ファイル名:
ume-yl-391.7z (一般ユーザ用)
ume-zl-391(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-391.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
嫉妬濁貼姦致鳶拷尊王玉攘孕痔投皿覘涛鎹厨
房鐵囮糊廚倣鎧靴咎腟娩怠補填跋扈跳躍硫素
欣矮小省孟溌溂喇叭一竈薺敲隘溢米粒俎荻徂
徠澁
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～60BD,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～60BD,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～8DBD
個別対応：さんずいの字種を若干数

更新情報 0.390

2008/06/03 (Tue)
ファイル名:
ume-ym-390.7z (一般ユーザ用)
ume-zm-390(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-390.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :宕摺五鋲叱島惧疽隠
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～60BD,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～909E

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～60BD,9FA3～FFFF
SJIS : 0020～8DBD

以下コメント

-----------------------------------------------------------------梅フォントについて
初めまして、メールしたのですが送信エラーで帰って来てしまったのでこちらに…
梅フォントの素晴しさに圧倒されました。
ぜひ自分が作ったゲーム作品に使用したいと思ったのですが
×CD-ROM 一枚に収まっている PC 用ゲームで、CD-ROM 内の梅フォントファイル内の字形データをゲーム画面に読
み込ませる処理を行う
と利用規約にあったのですが…
これはつまり、フォントデータをゲーム内に入れる場合は再配布になってしまうと言う解釈で良いのでしょうか？
フォントを使用して、例えば MS ペイントなどでフォント内の文字データを画像化して
それをゲーム内で使用の場合は再配布にならないため、ライセンス表記が必要ないと言う事ですか？
データではなく、フォントを画像化した物なら、問題なく使用出来るのでしょうか？
「ゲームスタート」と言う文字を梅フォントで打ち込んで、その打ち込んだ文字画像を
使用したいのですが…問題ないでしょうか？
よろしくお願いします

RYO 2008/06/23(Mon)19:03:59
--------------------------------------------------------------Re:梅フォントについて
はじめまして、蓬莱です。
メールが届いていましたのでそちらに返信しましたのでご確認ください。

2008/06/23 23:17

更新情報 0.389

2008/05/14 (Wed)
blog への書き込みが遅れましたが 5 月分の再リリースです。
なお、誤ってリリースしてしまった 0.388 については欠番とします。
ファイル名:
ume-yn-389.7z (一般ユーザ用)
ume-zn-389(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-389.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :驀斂蜘蛛顰頓挫眷蕎麦牛蒡糠烙穿鉤封緘嘉鋸

[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～60BD,9FA3～FFFF
-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～60BD,9FA3～FFFF

更新情報 0.387

2008/04/07 (Mon)
ファイル名:
ume-yp-387.7z (一般ユーザ用)
ume-zp-387(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-387.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :糀醪麹粗鬆刎醒麝香囀螺鈿浅蜊鋏貌猛禽杓仔
猫蛋質獣孕蜥蜴頬蛤蜆巾虻蚕蝿蝉狼藉拷毟擲
鹸瞑冥儲旱尺拭陀膵脾昏睡棘櫛絆痍阻祟挟

[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～605C,9FA3～FFFF
-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～605C,9FA3～FFFF

更新情報 0.386

2008/03/19 (Wed)
ご指摘があった件についての追加リリースです。
ファイル名:
ume-yq-386.7z (一般ユーザ用)
ume-zq-386(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-386.tar.gz (debian インストール用)

-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :稠酳(文字の欠けを修正)
その他：縦書きに対応

----------------------------------------------------------------明朝系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :医釣愬慷澳燠癲竊筐簣紜緤羹肆蕚譽躊鐺饑(文字の欠けを修正)

更新情報 0.385

2008/03/11 (Tue)
ファイル名:
ume-yr-385.7z (一般ユーザ用)
ume-zr-385(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-385.tar.gz (debian インストール用)

-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :毘栂欅樅楡療棗聟彗惡閏園薗窟圃汝崚嶺珊柵蒐梛捻
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～5DBD,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～5EE8,9FA3～FFFF
以下コメント

-----------------------------------------------------------------明朝系フォントの第一、第二水準漢字
例によってリリースされたばかりのところなのに申し訳ありません。
明朝系フォントで第一、第二水準漢字を表示させてみたところ、いくつかの文字で一部分の欠落があるものがある
ようなので、報告させて頂きます。
お時間のある時にでもご確認頂けましたら幸いです。
[第一水準漢字]
U+533B 医(イ): ほぼ全体欠け
U+91E3 釣(チョウ): 左側ほぼ欠け
[第二水準漢字]
U+612C 愬(ソ): 左上一部欠け
U+6177 慷(コウ): 右側、まだれ欠け
U+6FB3 澳(イク): 右側、下半分程度欠け
U+71E0 燠(イク): 右側、下半分程度欠け
U+7672 癲(テン): やまいだれの中の一部欠け
U+7ACA 竊(セツ): 右下一部欠け
U+7B50 筐(キョウ): ほぼ全体欠け
U+7C23 簣(キ): 左上欠け
U+7D1C 紜(ウン): 右側ほぼ欠け
U+7DE4 緤(セツ): 右側ほぼ欠け
U+7FB9 羹(コウ): 上半分欠け
U+8086 肆(シ): 左側欠け
U+855A 蕚(ガク): 下 1/3 程度欠け
U+8B7D 譽(ヨ): 上半分ほぼ欠け
U+8E8A 躊(チュウ): 左側及び右上一部欠け
U+943A 鐺(トウ): 右上一部欠け
U+9951 饑(キ): ほぼ全体欠け
＃殆どの文字が調整済み字種の範囲外のようなので、どうしようか迷ったのですが一応、ということで。。。
青 2008/03/15(Sat)23:07:02

--------------------------------------------ご指摘ありがとうございます
近日中に修正します。
もう少しお待ちください。
蓬莱 2008/03/18(Tue)07:21:04

更新情報 0.384

2008/02/15 (Fri)
前回リリース分に誤字が見つかりましたので修正版をリリースします。
（内海さんご指摘ありがとうございます）
ファイル名:

ume-ys-384.7z (一般ユーザ用)
ume-zs-384(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-384.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[修正字種]
紡（糸偏の欠落を修正）

-----------------------------------------------------------------明朝系
大きな変更なし。

梅フォント ネーミングルール
メーリングリストでかなり前に連絡した事項ですが、
ネーミングルールについてのおさらいです。
（2011/01/15 日本語フォント名とサブタイプ"S"を追記）
【 フォント名(日本語フォント名) 】 【ファイル名】
Ume Gothic (梅ゴシック) ,ume-tgo4.ttf
Ume Gothic O5 (梅ゴシック O5) ,ume-tgo5.ttf
Ume Gothic C4 (梅ゴシック C4) ,ume-tgc4.ttf
Ume Gothic C5 (梅ゴシック C5) ,ume-tgc5.ttf
Ume Gothic S4 (梅ゴシック S4) ,ume-tgs4.ttf
Ume Gothic S5 (梅ゴシック S5) ,ume-tgs5.ttf
Ume P Gothic (梅 P ゴシック) ,ume-pgo4.ttf
Ume P Gothic O5 (梅 P ゴシック O5) ,ume-pgo5.ttf
Ume P Gothic C4 (梅 P ゴシック C4) ,ume-pgc4.ttf
Ume P Gothic C5 (梅 P ゴシック C5) ,ume-pgc5.ttf
Ume P Gothic S4 (梅 P ゴシック S4) ,ume-pgs4.ttf
Ume P Gothic S5 (梅 P ゴシック S5) ,ume-pgs5.ttf
Ume UI Gothic (梅 UI ゴシック) ,ume-ugo4.ttf
Ume UI Gothic O5 (梅 UI ゴシック O5) ,ume-ugo5.ttf
Ume Mincho (梅明朝) ,ume-tmo3.ttf
Ume Mincho S3 (梅明朝 S3) ,ume-tms3.ttf
Ume P Mincho (梅 P 明朝) ,ume-pmo3.ttf
Ume P Mincho S3 (梅 P 明朝 S3) ,ume-pms3.ttf
【原形】
[フォントファミリ] [文字幅] [フォントのタイプ] [サブタイプ][文字の太さ]
【各項目の具体的な名前】
[フォントファミリ]Ume(梅)(今のところ１種類)
[文字幅]T(=等幅),P,UI
[フォントのタイプ]Gothic(ゴシック),Mincho(明朝)
[サブタイプ]O(Original),C(Classic),S(Studybook(シンニョウやゴンベン等の字形を変えている))
[文字の太さ]3,4,5(仮想ボディ幅の 1/64 を 1 単位とした参考値)
【省略形（＝フォント名）のルール】
1.(文字幅)等幅を表す T は省略する（ファイル名には残す）
2.(サブタイプと文字の太さ)ゴシックの標準値である O4,明朝の標準値である O3 は省略する。（ファイル名には
残す））

更新情報 0.383

2008/02/04 (Mon)
ファイル名:
ume-yt-383.7z (一般ユーザ用)
ume-zt-383(for-font-designer).7z (開発者用)
umefont-383.tar.gz (debian インストール用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
縊賓靫沸騰熱燗笊箒檸檬凛螢旦鄙那覇魁梟齧
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～5826,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～5826,9FA3～FFFF

更新情報 0.382

2008/01/10 (Thu)
新年最初のリリースで不具合(ブログの指摘で判明)を出してしまいましたが、
修正できましたので修正版をリリースします。
0.381 系を導入してしまった方はお手数ですが 0.382 系に導入し直して
頂くようお願いいたします。
ファイル名:
ume-yu-382.7z (一般ユーザ用)
ume-zu382(for-font-designer).7z (開発者用)
対策内容：
\のグリフであるべきコードが O のグリフになっていたため修正した。
対象 TTF ファイル：

Ume
Ume
Ume
Ume

Gothic C4
Gothic C5
P Gothic C4
P Gothic C5

更新情報 0.381

2008/01/07 (Mon)
ファイル名:
ume-yv-381.7z (一般ユーザ用)
ume-zv-381(for-font-designer).7z (開発者用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
攫箔泊鴨蹴鞠互演繹遮赦匍匐偽琵琶湖拿躰爛褒瞬虜滅蹉隻鑽
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～577F,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～577F,9FA3～FFFF
[その他]
アルファベットの再調整
以下コメント

-----------------------------------------------------------------Gothic、P Gothic の C4 及び C5 フォントにおける U+005C(backslash)の表示
取り急ぎご報告です。
ume-yv-381.7z ですが、Gothic 系の C4/C5 フォントの U+005C(backslash)が何か"O(オー)"のような文字に
なっているようです。
ume-yw-380.7z の C4/C5 では"\(円記号？)"で表示されていた部分です。
ご確認いただけますでしょうか？
青 2008/01/08(Tue)19:23:01

-----------------------------------------------------------------確認します。
確かにそのようになっていますので確認します。
とりあえずファイルを公開停止しました。
蓬莱 2008/01/09(Wed)00:25:40
新バージョンで公開再開します。
不具合の原因はグリフの置換ミスでした。以前のバージョンでは Ume Gothic の TTF ファイルのひらがな、カタカ
ナ、0、\を C4 用に上書きするように自動化し、Ume Gothic C4 を作成していたのですが、381 から O も対象と
しました。しかし O を O のコードでなく\のコードに上書きするように自動化してしまっ
たため、不具合が発生してしまいました。（\を\に上書きする処理を流用して、上書き先を O にし忘れた）
処理を修正し、TTF を再作成できましたので 382 として公開再開しました。
前回に引き続き、ご指摘ありがとうございました。
蓬莱 2008/01/10(Thu)00:45:59

-----------------------------------------------------------------ありがとうございました。と、ちょっと質問です いつも素早い対応ありがとうございます。
で、別件で今気がついたのですが、Ume Gothic C4 の PostScript name が"Ume-Gothic-C5"になっているよう
ですが、これは何か意図的にしていますか？
個人的には何も困っていないのですが、FontForge で開いたときにそう表示されたので、はてなと思いまし
て。。。
青 2008/01/10(Thu)02:08:34

-----------------------------------------------------------------C4 なのに C5
C4,C5 は O4,O5 の一部グリフとフォント情報を書き換えて作成していますが、元ネタとなるファイルがそうなっ
てしまっていました。
いつそうなってしまったかわかりませんがおそらく C5 のもの（元ネタファイル）を先に作成し、後から C4 のもの
を作った際に修正し忘れたものと思われます。
緊急性は低そうなので、次回リリースで対応しようと思います。
なお、フォント名についてはメーリングリストでしか触れていませんでしたので遅くなりましたがブログにも紹介
しておきます。
蓬莱 2008/01/10(Thu)22:59:47

-----------------------------------------------------------------安心しました。緊急性の高い件ではなさそう、という事で安心いたしました。
公開されているメーリングリストのログも調べてはいたのですが、ネーミングルールの部分は完全に見落としてい
ました。新しく記事まで起こしていただいて、お手数をお掛けして申し訳ありません。
青 2008/01/11(Fri)02:05:13

更新情報 0.380

2007/12/10 (Mon)
0.379 の不具合を修正しました。
ファイル名:
ume-yw-380.7z (一般ユーザ用)
ume-zw-380(for-font-designer).7z (開発者用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
琉球玖珈琲瑠讃頌静謐薇賜賊財賽屓榴蛙蛉
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～565F,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～565F,9FA3～FFFF
[その他]
アルファベットの再調整
以下コメント

--------------------------------------------------------------ありがとうございました
ume-yw-380.7z にて無事"L"が表示できるようになりました。
ありがとうございました。
青 2007/12/10(Mon)18:53:02

--------------------------------------------------------------こちらこそありがとうございました。
青さんのご指摘がなければずっと不具合のあるフォントを配布し続けるところでした。
無保証ではありますが、なるべくなら不具合のないフォントにしたいと思いますので
今後ともご指摘等ありましたら遠慮なくお願いいたします。
蓬莱 2007/12/10(Mon)21:47:23

更新情報 0.379

2007/12/03 (Mon)
明朝系で"L"が欠落しているためリリースを中止します。
青さんご指摘ありがとうございました。
ファイル名:
ume-yx-379.7z (一般ユーザ用)

ume-zx-379(for-font-designer).7z (開発者用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
闍梨圷攪拌磔霹靂暖簾撥跪獪卸址濾過齟齬鰺汲碇砌砂砕砲硬硝硯
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode : 0020～565F,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～565F,9FA3～FFFF

以下コメント

--------------------------------------------------------------------------------------明朝系のフォントで"L"が表示されません
はじめまして。

ume-yx-379.7z をインストールしてみたのですが、Mincho、P Mincho とも英字の"L"が表示されません。
そんなことあるわけが…と思い FontForge で開いてみましたが、"L"のところは何もないように見えます。
ちょっと手詰まりになってしまいましたのでご報告させていただきました。
変な事言ってたらすみません。
青 2007/12/08(Sat)19:18:33

--------------------------------------------------------------------------------------ご指摘のとおりです。
明朝系の"L"は 2 つのパーツから作成していますが、それの重複箇所の処理でなぜか 2 つのパーツがなくなってし
まうようです。
蓬莱 2007/12/08(Sat)21:04:16

更新情報 0.378

2007/11/05 (Mon)
ファイル名:
ume-yy-378.7z (一般ユーザ用)
ume-zy-378(for-font-designer).7z (開発者用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 :
褄煩瑣羞恥懊悩箏琴鱧鰤鰯鯛瓢箪燻蒸謳堰腫
瘍彷徨矯燿蛇笏陽菲艪櫂酔茗禧亭饗饒舌涯團
面暁笠雄下杢鷲祇蕨圓
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode
: 0020～55DC,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～55DC,9FA3～FFFF

更新情報 0.377

2007/10/01 (Mon)
ファイル名:ume-yz-377.7z (一般ユーザ用)
ume-zz-377(for-font-designer).7z (開発者用)
-----------------------------------------------------------------ゴシック系
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
個別対応 : 効覿釉翅駱駝敬虔邇灼蝋燭奕墜昆舞踊
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode
: 0020～55bf,9FA3～FFFF

-----------------------------------------------------------------明朝系
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～55bf,9FA3～FFFF
明朝も JIS2004 対応完了しました。

更新情報 20070906
ファイル名:ume-zq-20070906.7z (一般ユーザ用)
ume-zzq-20070905(for developer).7z (開発者用)

-----------------------------------------------------------------ゴシック系(0.376)
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
教育漢字 : 4E00～52B4(128/1006)
個別対応 : 颱牡蠣軛瘡鰕斑鳩鸚鵡蟲鵞鳥鮟鱇鰊痴疲痛痩
癖蹄疫疹攣浣腸旭喉虻勇榊鮪
[調整済み字種(1 周目)](注 2007/09/03
Unicode
: 0020～5442,9FA3～FFFF
[置換済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS : 0020～9995, ED40～FC4B
Unicode : 0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
Ume Gothic のみ縦書きに対応

-----------------------------------------------------------------明朝系(0.076)
[置換済み字種]
教育漢字 : 4E00～4ED8(34/1006)
[調整済み字種(1 周目)]
Unicode : 0020～5214,9FA3～FFFF
Ume Mincho のみ縦書きに対応
-----------------------------------------------------------------注 2007/09/03
1 周目はざっと見てバランスが著しく悪い字種を調整します。
周回を重ねるごとに徐々にフォント全体の品質を上げていきます。

更新情報 20070806
ファイル名:ume-zr-20070806.7z (一般ユーザ用)
umedev-20070806.7z (開発者用)

-----------------------------------------------------------------ゴシック系(0.375)
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
教育漢字 : 4E00～52B4(128/1006)
個別対応 : 披瀝炙繚獨蠢官管恰腓臀窩蟠桃?沁訛枯蹂躙
閾粥梃寺待侍時僻籐耕筰鮨躊躇邂逅籃唖逡巡
痒蹲踞涜惨舟艘砧礫痰麩氾濫鶯
[置換済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS : 0020～9995, ED40～FC4B
Unicode : 0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
Ume Gothic のみ一部縦書きに対応しました。今後徐々に縦書き対応を
進めて行きたいと思います。

-----------------------------------------------------------------明朝系(0.075)
[置換済み字種]
教育漢字 : 4E00～4ED8(34/1006)
[調整済み字種]
日本コア漢字: 4E00～4F0E(100/4593)

更新情報 20070702
ファイル名:ume-zs-20070702.7z (一般ユーザ用)
umedev20070702.7z (開発者用)

-----------------------------------------------------------------ゴシック系(0.374)
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
教育漢字 : 4E00～52B4(128/1006)
個別対応 : 躁鬱裔燦髑髏癇癪續豫罐辯體變禮與號縣點淺經收恆總飜
櫻寫畫混蜚譬肌襦袢縷豪磊欺瞞翳趨虻距淆誹謗曾纏膀胱
罹患諫魑魅魍魎軋轢鳳凰掟銛脈瘤茫贖罪鵜呑瞼
[置換済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS : 0020～9995, ED40～FC4B
Unicode : 0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2

-----------------------------------------------------------------明朝系(0.074)
[置換済み字種]
教育漢字 : 4E00～4ED8(34/1006)
[調整済み字種]
日本コア漢字: 4E00～4F0E(100/4593)
-----------------------------------------------------------------【お知らせ】
今回から開発者用として重複する輪郭をまとめていない（文字が 1
画ずつに分割されている(対応済みの文字に限る)）ファイルを配布
します。フォント開発に役立てていただければ幸いです。

更新情報 20070604
ファイル名: ume-zt-20070604.7z

-----------------------------------------------------------------ゴシック系(0.373)
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
教育漢字 : 4E00～52B4(128/1006)
個別対応 : かが饅餡全米震撼籠城穢汐橘條玲靡竈趙雲頸癌遮蔽殯貂闊達晩餐譴責船檄
[置換済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS : 0020～9995, ED40～FC4B
Unicode : 0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
-----------------------------------------------------------------明朝系(0.073)
[置換済み字種]
教育漢字 : 4E00～4E16(9/1006)
[調整済み字種]
日本コア漢字: 4E00-4F0E(100/4593)

更新情報 20070518
ファイル名: ume-zu-20070518.7z

Ume Gothic,Ume Gothic O5,C4,C5 バージョン 0.3725
他ゴシック系 0.372
明朝系
0.072
上記フォントの"K"グリフが他の英字に比べ縦長だったので修正しました。
他は変えていません。

更新情報 20070508
ファイル名: ume-zv-20070508.7z

-----------------------------------------------------------------ゴシック系(0.372)
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
教育漢字 : 4E00～4E2D(Unicode,12/1006)
ひらがな、カタカナ、英数字

[置換済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS : 0020～9995, ED40～FC4B
Unicode : 0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
個別に対応 : 枷祉綽蜷蝶蜻讀賣範疇錚滲窃 etc
-----------------------------------------------------------------明朝系(0.072)
[調整済み字種]
日本コア漢字: 4E00-4F0E (100 字種/4593 字種)
個別に対応 : 等 etc

-----------------------------------------------------------------今回はフォント名を大々的に変更しています。
対応は以下のとおりです。
【新フォント名 】,【旧フォント名 】,【ファイル名】

Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume
Ume

Gothic ,Ume Gothic ,ume-tgo4.ttf
Gothic O5 ,なし ,ume-tgo5.ttf
Gothic C4 ,Ume Gothic Classic ,ume-tgc4.ttf
Gothic C5 ,Ume Gothic Classic M ,ume-tgc5.ttf
P Gothic ,Ume P Gothic ,ume-pgo4.ttf
P Gothic O5 ,なし ,ume-pgo5.ttf
P Gothic C4 ,Ume P Gothic Classic ,ume-pgc4.ttf
P Gothic C5 ,Ume P Gothic Classic M,ume-pgc5.ttf
UI Gothic ,Ume UI Gothic ,ume-ugo4.ttf
UI Gothic O5 ,Ume UI Gothic M ,ume-ugo5.ttf
Mincho ,Ume Mincho ,ume-tmo3.ttf
P Mincho ,Ume P Mincho ,ume-pmo3.ttf

更新情報 20070407
ファイル名: ume-zw-20070407.7z
"Ume P Gothic Classic M"のみバージョン 0.3715
他ゴシック系 0.371
明朝系
0.071
"Ume P Gothic Classic M"の一部グリフが不正だったので修正しました。
他は変えていません。

更新情報 20070403
ファイル名: ume-zx-20070403.7z
・少し太めの"Ume P Gothic Classic M","Ume UI Gothic M"を追加

更新情報 20070402
ファイル名: ume-zy-20070402.7z

-----------------------------------------------------------------ゴシック系(0.371)
・やや文字の中心を高めに再調整を始めています
・少し太めの"Ume Gothic Classic M"を追加
[再調整字種] (注 2006/10/16-3
教育漢字 : 88A4～8970(SJIS,39/1006)
個別に対応 : 花菊桜藤梅
[置換済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS : 0020～9995, ED40～FC4B
Unicode : 0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
個別に対応 : 鐵揶揄蕾味噌獰猛羹恙總藹舩狭隘辣舐皺蠅逞 etc

-----------------------------------------------------------------明朝系(0.071)
・フォント名を "HC Sazanami Mincho" から "Ume Mincho"、
"HCP Sazanami Mincho" から "Ume P Mincho"へ変更
[調整済み字種]
日本コア漢字: 4E00-4F0E (100 字種/4593 字種)
個別に対応 : 徹回微 etc

更新情報 20070305
ファイル名: umehc-zz-20070305.7z
Ume ファミリーに新たに 2 種類のフォントを追加しました。
ひらがなとカタカナ、0,０,\が従来のものと変わっています。

-----------------------------------------------------------------"Ume Gothic"
"Ume Gothic Classic"
"Ume P Gothic"
"Ume P Gothic Classic"
"Ume UI Gothic"
(0.370)
[置換・調整済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-6255 (1379 字種/4593 字種)
個別に対応：藪蜃繪膠着浅

-----------------------------------------------------------------"HC Sazanami Mincho"
"HCP Sazanami Mincho"
(0.070)
[調整済み字種]
日本コア漢字:4E00-4E8C (50 字種/4593 字種)
個別に対応："確認結果開閉取得"など
------------------------------------------------------------------

更新情報 20070218
ファイル名：umehc20070218.7z
●"Ume Gothic", "Ume P Gothic", "Ume UI Gothic" (0.369)
[置換・調整済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-6255 (1379 字種/4593 字種)
個別に対応：鉈辟牙虎臂燻禽貪
●"HC Sazanami Mincho", "HCP Sazanami Mincho" (0.004)
[調整済み字種]
日本コア漢字:4E00-4E8C (50 字種/4593 字種)
個別に対応：ごんべんの字種ほか

開発とリリースの方針
2010/01/23 再掲
2007/04/02 改定
2007/02/10 改定
2006/10/09 初版（原題：開発方針と更新の目安）
【開発方針】
(1)常用可能で使用用途の幅広いシンプルな字形とする

(2)印刷と画面表示の美しさの両立をめざす。
画面表示は 12 ピクセル(Windows で"9"ポイント)での見易さを最優先し、
11 ピクセル以下でもなるべくつぶれにくく、13 ピクセル以上でも
そこそこの見栄えを維持できる(特にゴシック系)
(3)Windows と Linux 両 OS でそこそこ見られる字体とする
(ひとつのＯＳに極端にチューニングしない)
(4)文字幅を MS 系(ゴシック、P ゴシック、UI ゴシック、P 明朝)に合わせる
（フォントのデファクトスタンダードと考える為）

【リリース方針】

[ Ume Gothic 系 ]
(1)月初月曜（目標は 100 字以上の置換と調整）
(2)使用頻度が高く影響が大きいと判断される誤字を修正したとき
(3)要望があり、かつ妥当だと著者が判断したとき
[ Ume Mincho 系 ]
(1)月初月曜（使用頻度の高い文字を中心に調整）
(2)使用頻度が高く影響が大きいと判断される誤字を修正したとき
(3)要望があり、かつ妥当だと著者が判断したとき
[ WTT 系 ]
(1)基本は更新予定なし
(2)要望があり、かつ妥当だと著者が判断したとき

更新情報 20070205
ファイル名：umehc20070205.7z
●"Ume Gothic", "Ume P Gothic", "Ume UI Gothic" (0.368)

[置換・調整済み字種（=public domain 化完了字種）] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-6255 (1379 字種/4593 字種)
個別に対応：烙箋踪邁五赳威嚇、ひらがな全般、数字

更新情報 20070104
●"Ume Gothic", "Ume P Gothic", "Ume UI Gothic" (0.367)
置換と調整（public domain 化完了字種）：
澹鑽跋扈標榜絨毯痺恍惚祓篆胚悉遽熾筈紐瑕疵邉痙攣緻躓箝潰瘍郡
翡翠御鞭撻矜炸絆貉腑狡猾矮舫刀初

[置換済み字種] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-5FDD (1201 字種/4593 字種)

<<2005 年、2006 年の更新情報>>
更新情報 20061128
●"Ume Gothic", "Ume P Gothic", "Ume UI Gothic" (0.366)
置換えと調整（public domain 化完了字種）：
炬燵輝邊饗暮絲山勇襄乙鷺萠遙蘆与與綸葦緋瑤茉莉惠獏繁瑳琥珀鍮
紆厠纂曼荼咥叱咤隻餡喀喘嗤團址毀枡娶嶌券恣悸慇懃憑憔悴慶應殲
灌漑褌懺悔戮拇印晰曖棍橇諧謔滲澁焙爬狡猾甦眩矮祠稟筐筌箴籤聚
糺纒聲肛脛腋膣脾臓臍朦朧莓茹蒟蒻蝮蜥蜴瞠衒衾藝襷摩訶顰蹙躾辣
酩酊鋏雉鯱鹸蓼燧叡氷貴船瑠璃智積院来短意寶鞆照竜甦齋榊臼檜渕
蛯鴫鴇比倉纐纈檜毅瑶馨勁彗晏晟晨暉煕燎綸菫衿袈誼颯毬髣髴鍼灸
聰轢餞鉤榮椒舫口田仙

[置換え済み字種] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-5F73 (1161 字種/4593 字種)
●"HC Sazanami Mincho", "HCP Sazanami Mincho" (0.003)
調整 ：式毎

更新情報 20061106
●"Ume Gothic", "Ume P Gothic", "Ume UI Gothic" (0.364)
誤字修正：櫨廬
調整 ：隠駅沢戒蟹顎近景色寺待侍時持錠跳庄引気環
置換え ：躊躇

[置換え済み字種] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, 7A74～7ACB, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-5F73 (1161 字種/4593 字種)
●"HC Sazanami Mincho", "HCP Sazanami Mincho" (0.002)
調整 ：主要な記号、アルファベット、しんにょうの漢字、「代」

更新情報

20061029

●"Ume Gothic", "Ume P Gothic", "Ume UI Gothic" (0.363)
(変更点は少ないですが、誤字がみつかったためリリースします)
誤字修正：樹（内海様よりご指摘あり）
字形調整：狙顕幾空條楷七形二入

[置換え済み字種] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-58DF (733 字種/4593 字種)
●"HC Sazanami Mincho", "HCP Sazanami Mincho" (0.001)
"Sazanami P Mincho Regular"を"HC(Horai Custom)P Sazanami Mincho"に名称変更し、
等幅の"HC Sazanami Mincho"を新規リリース
字形調整：「約」「均」（"Sazanami P Mincho Regular"からの変更点）
名称変更の理由：
このまま字形調整を続けていくと、さざなみ明朝とかけ離れた
デザインとなっていき、”さざなみ”を名乗ることが不適当である
と考えるため。

更新情報

20061023

●"Ume Gothic 1.06", "Ume P Gothic 1.05", "Ume UI Gothic 0.362"
誤字修正：嘘
バランス調整：撹覚業鬼栄営前堂自（上部を長めに）、○〃⊆⊇（線を細めに）

[置換え済み字種（Ume Gothic, Ume P Gothic, Ume UI Gothic）] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00-58DF (733 字種/4593 字種)
●"Sazanami P Mincho Regular 0.005"
字形修正：全/半角アルファベット、「、」「。」「全」「的」

更新情報

20061016

[Ume Gothic 0.105, Ume UI Gothic 0.361]
●漢字部分の修正(詳細は下記の"置換え済み字種"参照)
●一部漢字の調整("主"、"旨"など)
●"囲み英数字"と"その他の記号"修正
[Ume P Gothic 0.104]
●漢字部分の修正(詳細は下記の"置換え済み字種"参照)
●一部漢字の調整("主"、"旨"など)
●"囲み英数字"と"その他の記号"、"半角形/全角形"修正
[置換え済み字種（Ume Gothic, Ume P Gothic, Ume UI Gothic） ] (注 2006/10/16-1
SJIS :0020～9995, ED40～FC4B
Unicode :0000～51F1, F929～FFFF (注 2006/10/16-2
日本コア漢字:4E00～53A6(UCS) (448 字種/4593 字種)
◎注 2006/10/16-1
"置換え済み字種"は、さざなみゴシックのグリフから
著者オリジナルのグリフへの置き換えが完了した字種で、
public domain となります。
◎注 2006/10/16-2
BMP 部のみ作成予定。以下は未収録(収録予定なし)。
アルメニア、ヘブライ、アラビア、デバナガリ、ベンガル、グルムキー、
グジャラート、オリヤー、タミール、テルグ、カナラ、マラヤラム、タイ、
ラオス、チベット、グルジア、ハングル字母、ギリシャ拡張、ハングル、
アラビア表示形 A、統合半角記号、CJK 互換形、小字形、アラビア表示形 B
◎注 2006/10/16-3
"置換え"と"調整"の違い
●"置換え"
元のグリフを破棄し、新規にグリフを作成。
ライセンスは public domain とする。
●"調整"
元のグリフを生かし、見栄えを改善する。
ライセンスは元のグリフを踏襲する。（和田研なら和田研、public domain なら public domain）
("修正"も同じ意味で使用していましたが今後は"調整"に統一します。)
以下コメント

----------------------------------------------全角の "○" が太いようです修正してくださってありがとうございます。
UmePlus フォントのパッケージを更新しました。
気づいた点ですが、全角の "○" が太いようです。
ニュースサイトなどで "二○○六年" という表記を
時々見かけます。キリの良いときに手を加えていただけましたら幸いです。

ut 2006/10/16(Mon)18:19:44
----------------------------------------------確かに太めですね。次回版で対応しますのでしばらくお待ちください。

更新情報

20061009

[Ume Gothic 0.104]
誤字修正：！＂（コード配置ミス）
字形調整：" ’‘ †‡１５８

[Sazanami P Mincho Regular 0.004]
ひらがなカタカナの調整
前回の全角記号修正の際にバグを作りこんでしまいました。
申し訳ありませんが最新版をダウンロード願います。
なお、今後は”更新情報”でブログ内検索していただくと更新履歴となるよう
にしますのでよろしくお願いいたします。
以下コメント

----------------------------------------------ume p gothic の 全角 "１" の底の線が
長いままになっているようです。
"！" も太いままのようなので
ume p gothic への適用はこれからなのかもしれませんが、
念のため連絡させていただきます。

ut 2006/10/12(Thu)15:09:00
----------------------------------------------確かに変わってませんでした。
現在整理中なのでしばらくお待ちください。
今週末のどこかではアップします。
管理人 2006/10/13(Fri)01:00:05
日付
梅 ゴ 、 梅 Pゴ
2006-10-08
0.103
2006-10-08 2006-10-05 2006-10-05
0.102
2006-10-04 2006-10-04 2006-09-28
0.101
2006-09-18
0.100
2006-09-17
0.100
2006-09-17
0.100 2006-09-08 2006-08-30 2006-07-15 2006-07-04 2006-07-01 2006-06-28 2006-06-18 2006-06-17 2006-05-15 2005-07-16 -

梅 ゴ UI
0.360 -

0.359 -

0.358 0.352 0.352 0.352 0.352 0.349 0.348 0.347 0.346 0.345 0.344 0.343 0.001 -

梅明

内容
誤字修正：「酋醤穆」(内海様よりご指摘)、全角アルファベット等の調整
0.003 字形調整（アルファベットと「樹」）
0.002 記号等が文字幅をはみ出ていたのを修正
誤字修正：「抑」(内海様よりご指摘)
0.001 ライセンス加筆（Sazanami P Mincho Regularを追加）
0.001 新規作成(さざなみ明朝、Ume UI Gothic ベース)
誤字修正：「僣」,ライセンス文言の修正,Archive形式の変更(Ume系:zip→7z)
ライセンス文言の加筆/修正(不正確な箇所の訂正)
Umeファミリーフォントのライセンスを変更(フォント追加に伴う文言の加筆/修正)
新規作成(Ume UI Gothic ベース)
ライセンス文言変更
誤字修正：「禽」
誤字修正：「?」U:5DE9
誤字修正：「裾」
モナーフォント由来のグリフをさざなみゴシック由来のものに入替え。ライセンスも変更。
誤字修正：「膨」「泅」
誤字修正：「遣」
誤字修正：「鎖」
日本語フォント名を"梅UIゴシック"から"Ume UI Gothic"に変更
新規作成(モナーフォント ベース)

フォントが更新されない時(Ume 系)

2006/10/09 (Mon)
フォントが長期間更新されない場合は著者に何かしらの異変が起こっている可能性があります。
その場合はぜひ誰かに引継いで頂きたいと思っています。その場合は以下のようにしていただけると幸いです。
(バージョンが 0.XXX の間は有効。完成し、更新不要と判断した場合はバージョンを 1.000 とします。)

(1)5 ヶ月以上更新されない場合、メールを送信していただく。
(2)返信を 1 ヶ月待っていただく。
(3)返信がなければ引継いでいただく。（死亡の可能性あり）
返信があれば、文面に従って対応していただく。

(4)1 ヶ月以上経過してから著者が返信可能となった場合には、メールその他にて別途相談させてください。
（長期入院後などが考えられます）

"Ume"の由来
2006/10/09 (Mon)
Ume は「梅」の意で、次の二つの意味を込めています。
(1) 菅原道真の句、「東風吹かば にほひをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」より。
さざなみフォントも名前が決まる前は「梅花フォント」も候補に上がっていた模様。

(2) 松竹梅の「梅」。このフォントから松にも竹にも匹敵するようなフォントが派生していって欲しいとの願いか
ら。
本来「松竹梅」に序列はないという話もありますが。。。

